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１２月１７日、今年最後の例会を開催 

 

■この一年を振り返って・・・ 

１２月１７日（木）、今年最後となる例会を開催し

ました。会場参加１０人、オンライン参加５人、合

わせて１５人参加の例会でした。 

今回予定していたテレビ放送『ＮＮＮドキュメン

ト’２０「クリスマスソング」』の視聴は次回例会に

行うことにしました。 

最初に２０２０年のこの一年を振り返りました。

以下に用意したレジュメの内容を紹介します。 

 

１. この１年 

 １月 海上自衛隊 哨戒機２機中東へ出発 

  伊方原発３号機の運転差し止め決定 広島高裁 

  新型コロナウイルス対策 武漢市 空港、駅を封鎖 

  ＷＨＯ 新型コロナウイルス感染の緊急事態宣言 

  イギリス正式にＥＵ離脱 

 ２月 京都市長選挙 福山氏大健闘も及ばず 

  ＮＰＴ京都代表団結団のつどい（ＮＰＴ再検討会議は延期） 

  アメリカ国防総省 新型（小型）核弾頭を潜水艦への実戦配備を公表 

  同じく 新しい海洋発射巡航ミサイル（ＳＬＭＣ）開発計画を表明 

  ノーモア・ヒバクシャ訴訟 最高裁３人の被爆者に不当判決 

  安倍首相 コロナ対策で全小中高に休校要請 

  ＷＨＯ 新型コロナウイルス感染を「パンデミック」と表明 

 ３月 仙台高裁 福島原発避難者訴訟で東電の責任断罪判決 

  東京オリンピック ２０２１年に延期決定 

 ４月 安倍首相 コロナ緊急事態宣言 発令 

  原水爆禁止ニューヨーク世界大会 オンラインで開催 

  「被爆２世・３世健康実態調査アンケート」とりくみ開始 

 ５月 ハッシュタグ「＃検察庁法改正に抗議します」投稿１００万件以上に広がる 

  香港で反政府行動の大規模デモ 

  年金制度改定法案 可決・成立 

 ６月  黒人殺害事件に抗議するデモ 全米に拡大、韓、豪、英、仏、カナダでも。 

   沖縄県議選 県政与党が過半数議席獲得 

   ストックホルム国際平和研究所２０２０年版年鑑発表 世界の核兵器数 

   138,965発、最新鋭化続く 

   プロ野球開幕 

   ２０２０年国民平和大行進 京都入りスタート 

 ７月 『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜上巻＞刊行 

  九州南部・北部豪雨災害、本州にも拡大 

  東京都知事選挙 
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  トリニティ核実験とロックチャーチ核汚染水事故の追悼と救済のアピール 

  商船三井の貨物船 モーリス沖合で座礁 大量の重油流失 

  広島「黒い雨」訴訟 ８４人の原告全員に勝訴判決 広島地裁 

 ８月 ２０２０年原水禁世界大会開幕（オンライン） 

  広島・長崎 原爆投下から７５年目の日 

  原爆と核による犠牲者を追悼するキャンドル・ビジル 

  広島「黒い雨」訴訟 国・広島県・広島市が控訴 

  北海道寿都町 「核のゴミ」最終処分場の調査応募の検討表明 

  内閣府 日本のプルトニウム保有量４５．４㌧と報告 

  イスラエルとＵＡＥの国交合意を発表 

  安倍首相 辞意を表明 

  「黒い雨」訴訟 控訴に対する抗議街頭宣伝行動 

 ９月 南方特別留学生サイド・オマールさんを追悼するつどい 

  臨時国会 首班指名選挙で菅義偉氏を指名 

  日立製作所 イギリスの原発建設事業から撤退発表 

  アメリカの諸団体 「核廃絶に取り組むよう求める」電子請願署名立ち上げ 

  「東日本大震災・原子力災害伝承館」（福島県双葉町）開館 

  第１０回国際平和博物館会議（オンライン） 

  市民連合 立憲野党に政策要望書提出 初めて「巣核兵器禁止条約に批准を」 

  「ヒバクシャ国際署名・京都の会」「３年間をふりかえり今後を考えるつどい」 

  福島原発事故生業訴訟控訴審（仙台高裁） 国と東電の責任認定判決 

  菅政権の日本学術会議の人事介入が判明 

 １０月 ヒバクシャ国際署名連絡会 1,261万 2,798人の署名を国連に提出 

  新ＳＴＡＲＴ（米ロ新戦略兵器削減条約） ロシアから 1年延長提案をアメリ 

  カ拒否 

  ホンジュラス 核兵器禁止条約を批准 批准５０ヵ国到達 

  「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名」スタート集会 

 １１月 「大阪市の廃止を問う」住民投票 反対多数 

  増田正明さん「被爆者の肖像画」個展 

  京都「被爆２世・３世の会」２０２０年度総会 

  アメリカ大統領選挙 バイデン氏の当選確定 

  日米共同開発ミサイル「ＩＣＢＭ迎撃に成功」を発表 

  京都市議会 京都市の市民税独自減免の廃止を可決 

 １２月 「日本政府に核兵器禁止条約参加を求める」署名運動開始 

  大飯原発３・４号機設置許可を取り消す判決 大阪地裁 

  国連総会本会議 「核兵器禁止条約の署名・批准を歓迎する」決議案を１３０ 

  ヵ国の賛成で採択 

  西アフリカのベナンが核兵器禁止条約を批准 ５１ヵ国目 

  新型コロナウイルス 世界の感染者数７０００万人超 死者数は１５９万人超 

  （１２月１０日現在） 

  全世代型社会保障検討委会議 ７５歳以上の医療費２割負担導入を最終報告 

  ２０２０年度被爆者を励ますつどい 

 

２. この１年間に新たに入会されたみなさん 

 高木英孝さん、奥村真澄さん、国広博子さん、畠山進さん、松川直弘さん、垣内玲子さん 

吉田和豊さん、市田至里さん、酒井知未さん、三宅宏英さん、山下みどりさん  
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現在会員は、２世６９人、３世１１人、その他３７人 合計１１７人 

 

３. この１年間に紹介させていただいた被爆の体験 

 高木 啓成 さん  あんたらに、原爆の恐ろしさ、戦争のこと話しておくんや 

 三山 正弘 さん  聞いてほしいことがあります 

 斉藤 綾子 さん  呉海軍工廠から見た原子雲 

 福島 圭子 さん  香焼の島で浴びた閃光 

 御手洗由紀子 さん 愛児の亡骸を抱いた写真 

 中川美智子 さん  ２０歳になって知った私の生い立ち・被爆の事実 

 寺本八重子 さん  母と姉をかかえて１里半の道のりを避難 

 池上 京子 さん  まあるいお膳をみんなで囲んでご飯食べたかった 

 

４. ２０２１年度に向けて 

(１) 「被爆２世・３世の健康実態調査アンケート」活動をやりきり 

 放射線の世代を超えた影響の実態に迫る 

(２) 『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜下巻＞の刊行 

 目標は２０２１年夏季 

 核廃絶、被害者救済運動の原点を追求 

(３) 核被害の実態追求と被害者救済運動のネットワークをグローバルに追求 

 ドキュメンタリー映画『放射線を浴びたＸ年後』第３弾の成功 

 世界の核被害の継続的な学習と、海外被害地訪問の検討 

(４) 核兵器禁止条約の署名・批准を果たす日本政府の実現 

 「日本政府に条約批准を求める」署名運動のとりくみ 

 ２０２１年度総選挙の一大争点 

(５) ２０２１年の主なスケジュール 

① ２０２１年３・１ビキニデー ２月２８日（日）～３月１日（月） 

② 京都「被爆二世・三世の会」２０２１年度総会  ４月２４日（土）予定 

③ トリニティ核実験とロックチャーチ核汚染水事故の追悼と救済のアピール 

７月１６日（金） 

④ ２０２１年原水爆禁止世界大会 ８月５日（木）～ 

⑤ 第１０回ＮＰＴ再検討会議 ８月 

⑥ 第５回「２世・３世交流と連帯のつどい」   検討課題 

 

５. その他の報告と検討課題 

(１) 「被爆２世・３世の健康実態調査アンケート」のとりくみについて 

 １２月１５日現在回答者数 ６７人 

 現在回答を依頼中の人 １１人 

 新年に期限延長しても必ず回答者数１００人を達成して、アンケート活動を成功させ

る。 

 具体的に回答をお願いできる人のリストアップ 

(２) 『『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉の普及状況と拠出金清算 
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① 普及数 

 「二世・三世の会」、被爆者懇談会の自主普及 約８００冊 

 かもがわ出版からの流通普及数        約４００冊 合計１２００冊 

 残り                             １００冊 

② 初期拠出金の清算 

 拠出金合計  ４０人 ９１万４５００円 

 「二世・三世の会」カンパ １４８，４００円 

 『放射線を浴びたＸ年後』第３弾 制作カンパ １００，０００円 

 『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉資金へ ２０２，１００円 

 

(３) 会報新年号（№９９）のために 

 今回も会員のみなさんの新年の抱負、予定などを掲載した新年号にしたいと思います。

みなさんからのメッセージをお願いします。 

 原稿締め切り １月８日（金）厳守！！ 

(４) 会報２月号―創刊１００号記念号をみなさんの投稿で! 

① ２０１２年１１月以来発行を重ねてきた「二世・三世の会」会報が、年明け２月に記念す

べき第１００号を迎えます。 

 会員のみなさんの会報に対する率直な思い（感想、評価、これからへの期待、要望等々

なんでも）を集めた記念号にしたいと思います。 

 会員のみなさんの投稿、寄稿をお願いします。 

② 原稿締め切り日  １月３０日（土） 

 

６. 今後の主な予定と次回例会 

① 主な予定 

 １２月１９日（土） ２０２０年被爆者をはげますつどい 

  安保法制廃止をめざす１９日行動 

 １月 ６日（水） 新春６・９行動（清水寺） 

 ９日（土） 新春６・９行動（清水寺） 

 １４日（木） ノーモア・ヒバクシャ訴訟大阪高裁第６民事部判決言い渡し 

  原発賠償訴訟（京都）控訴審第８回弁論 

 １９日（火） 安保法制廃止をめざす１９日行動 

 ２１日（木） ノーモア・ヒバクシャ訴訟大阪高裁第１２民事部弁論 

 ２２日（金） 核兵器禁止条約発効の日 

  核兵器禁止条約発効を祝い、市民にアピールする京都行動 

 ２３日（土）  関西原水協学校 

 ２６日（火） ノーモア・ヒバクシャ訴訟大阪高裁第１４民事部弁論 

② 次回の例会日程（案） 

 １月２０日（水）１８時３０分 ラボール京都 

 『ＮＮＮドキュメント’２０「クリスマスソング」』の視聴をします。 

以上 

 

 

■この後、例会参加者一人ひとりがこの１年を振り返り、感想と迎える新しいの抱負や予定を紹介しあ

いました。 
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『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉に寄せられた感想・書評 ⑥ 
２０２０年１２月１５日（火）現在 

 

■人の心を動かす証言集 

神奈川県原爆被災者の会二世・三世支部 門川恵美子さん 

「語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心」を毎日お話をひとつずつ読もうと

決めて読んでいます。 

「語り部」という言葉があるけれど被爆者の体験談はこれはやはり「証

言」だと思いました。自分はその場に確かにいた。こんなことを見聞きし

た。こんな思いをした。そこを生き抜いてきた・・・。大きな世界の法廷

の中で証言者として立っている・・・そんな感じがしました。 

 イラク戦争のころ、ニュースで米軍機が上から爆弾を落として街を破

壊する映像を流されたとき、まるで「ゲーム」でした。同時に新聞でイラ

クのひまわりの種を売って生活する少女の写真も見ました。カメラを向けられてはにかんでいました。

爆撃を受けてあの少女はどうしただろうと今でも想います。 

核兵器禁止条約は上からの視線ではなくて、地上にいる人の立場に立って、人道主義を根底に持って

つくられたものと聞いています。被爆者の証言のちからは大きな役目を果たしたのですね。 

最初、こんな厚い本は読むのが難儀だと思って立ててあったんですけど、今読まなきゃなと思ったん

です。なんでひとつずつかというとお一人お一人の話がリアルで胸が痛むのです。いくつもいっぺんに

は読めません。京都のこの証言集は人の心を動かしますね。ほんとうによく聴き取りをして文章化され

ましたね。 

私は簡単に読めるようにとＢ４裏表一枚で収まるようにと「いちまい証言」を作っていますが、聴き

取りをすると一枚では収まりません。こちらも「そこのところはどうなんですか」と質問してさらに長

くなります。またその話をきっかけに被爆者の方もあのこともあった、このことも思い出したとさらに

広がります。それで神奈川のひとりの会員さんは母の話を冊子にしようといろいろ背景なども調べて作

成中です。「いちまい証言」は二世・三世のみなさんへのなげかけです。そこから自分の父母・祖父母の

話を聴こうと思っていただければと思っています。どなたか読み仮名を付けてくださいと言われていま

したね。同感です。町の名前も。よろしくお願いします。 

 

■反核医師の会ニュースに掲載された紹介記事 

この書籍は、京都「被爆２世・３世の会」＝①被爆者の被爆体験を語り継ぎ、社会への発信と後世へ

の継承を通じて核兵器の廃絶・世界平和の実現に貢献する。②祖父母・親（被爆者）からの遺伝的影響

実態と真実を追究し、被爆２世・３世の健康問題の解決と、あらゆる核被害者の救済に役立てる。この

二つを目的に、東京電力福島第一原発事故の翌２０１２年から活動している団体が、ヒロシマ３５人・

ナガサキ１５人の被爆体験の実相と現在をまとめた証言集である。 

原爆投下から７５年、核兵器禁止条約の実現をはじめ核廃絶に向けて被爆者の発言、行動が果たした

役割は世界が認めるところであるが、一方ヒロシマ・ナガサキの被爆者の平均年齢は８２歳、その数は

減り続け、被爆体験の記録、継承は喫緊の課題でもある。 

この証言集の証言者は京都「被爆２世・３世の会」会員の被爆者である親と会員自身、京都府在住の

被爆者、並びに原爆症認定訴訟原告からなり、現時点で８０名のうち取材順に前半の５０名（現在も増

加中の証言者を含め後半は下巻に収録・発行予定）の証言集である。 

この証言集取材は、その被爆体験を８月６日と８月９日当日に限らず、生き延びることが出来たその

後の人生すべてを被爆体験としてとらえている。そこから見えてくる被爆の実相が、いのち、からだ、
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くらし、さらには人とのつながりにまで及ぶことが明らかになり、さらにそれに立ち向かって生き続け

てきた実相も明らかになる。 

世界の潮流は核抑止・安全保障論から核の非人道性へと大きく変わり、幾多の曲折はあっても、その

うねりは続くであろう。そしてその原点に被爆者の発言・行動があることを忘れてはいけない。（代表世

話人 飯田哲夫） 

 

■コープ自然派の情報紙に掲載された紹介記事 

京都「被爆２世・３世の会」が２０１３年から取り組んできた被爆体験者の聞き取りと記録です。 

今夏５０人の証言を収録した（上巻）が出版されました（２００７年７月発売）。原爆投下から７５年、

広島・長崎の被爆者は１５万人を下回り、平均年齢は８２歳。本書に証言を寄せられた方も少なくない

方が故人となられています。ノーモアヒロシマ・ナガサキの原点である被爆体験の記録をぜひ手にとっ

てください。 

私は会員の一人で、父が兵隊で広島にいて救助作業をして被爆しました。私自身は通訳案内士として

海外の方を広島・長崎に何度か案内したことがありますが、十分伝えきれていないという思いがあり、

３年かかる広島市語り部伝承者のプログラムで研修中です。（コープ自然派おおさか 庄田政江） 

 

 

 

核兵器廃絶に向けて 

 

西アフリカの国ベナンが核兵器禁止条約５１番目の批准 

西アフリカの国ベナンが１２月１１日（金）、核兵器禁止条約を批准しました。これにより同条約を

批准した国は合計５１カ国。核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）は１２日のメッセージで、「条

約支持の勢いが強まっている」と述べています。 

２０２０年１２月２５日現在 核兵器禁止条約批准国５１ヶ国 
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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（８４） 

これまで原爆症認定を受けた原告のみなさんのその後を調査・把握していこう！ 

２０２１年新しい年を近畿訴訟全員勝利の年に！ 

２０２０年１２月２日（水） 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記の前号

（１１月６日／№８３）最後に、１０月２４日（土）

に核兵器禁止条約批准国が５０ヶ国に到達、年明

けの２０２１年１月２２日（金）条約発効が確定

したことを書くことができた。被爆者のみなさん、

核兵器廃絶めざす運動に携わってきた国内外の

人々は大きな喜びに包まれた。運動してきた人々

だけではない。ニュースに接した広範な人々が歓

迎の声をあげ、日本政府の条約参加を求めた。暗

く困難な事態に見舞われ続けたこの一年だった

が、その中で私たちに大きな喜びと希望を与えて

くれる出来事となった。 

こうした状況の中で１１月１３日（金）、今年度

最後となるノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟が大阪

地裁第２民事部（森鍵一裁判長）・１００７号法廷

で行われた。大阪府在住のＳ・Ｔさん（７４歳）

が、原爆症認定の更新申請に際して大阪府が却下

処分したのは不当だと訴えている裁判で、今回３

回目の弁論期日となる。もともとの認定疾病は下

咽頭がんだったが、後遺症として発症した嚥下障

１月２２日（木）は核兵器禁止条約発効日 

みんなで心より喜びたいと思います。 

「こんな思いは二度と誰にもさせてはいけない」「核兵器は廃絶すべき」と訴える被爆者の声「青

い空は青いままでこどもたちに伝えたい」と歩く母親たち、訴えに共感し核兵器廃絶を願い歩いた

幾千万もの名もなき先人たちの思いが実る今日の日を、心から喜びあいたいと思います。 

核兵器禁止条約の発効を祝う 京都アピール行動 
日時：2021 年 1 月 22 日（金）12：50 集合 

   13：00 主催者挨拶、13：05 記念撮影、13：15 祇園石段下へ移動 

   13：20 頃からパレード開始（東大路通四条から河原町通付近まで） 

場所：京都市 円山公園しだれ桜前   

内容：記念撮影の後、祇園石段下から四条河原町までパレード（午後 2 時には解散予定） 

主催：ヒバクシャ署名京都の会   事務局：京都府生協連・京都原水協 
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害、甲状腺機能低下症は原爆症認定の範囲ではな

いと大阪府が判断したものだ。２回目の弁論期日

（９月７日）の内容はノーモア・ヒバクシャ近畿

訴訟傍聴記（８２）（２０２０年９月１３日)でレ

ポートした。 

この日の法廷は口頭による意見陳述はなく、提

出書面の確認と、主に裁判長と双方代理人との間

で争点の整理と確認、それに伴う審理の進め方に

ついて協議された。傍聴席から聞くだけではなか

なか理解しにくいやりとりだったが、閉廷後の報

告集会で、担当の和田信也弁護士から丁寧で分か

り易い説明が行われた。以下その要約。 

今回の原告のＳ・Ｔさんは下咽頭がんで原爆症

認定された人。重い病気になったらいろいろな治

療とか、薬とか、手術とかが施されるが、それに

伴って次の段階の不調や病気を発症する例、ある

いは合併症を発症例は多い。今回のＳ・Ｔさんも

下咽頭がんは完治したが、しかし後遺症として甲

状腺機能低下症、嚥下障害が出てきた。医学的に

は事例の多いケースと言われている。Ｓ・Ｔさん

は当然原爆症認定の更新申請をしたが、大阪府は、

甲状腺機能障害と嚥下障害は、もともと認定され

ていた下咽頭がんではないという理由で却下処

分にした。こういうことをされると、不幸にして

がんが完治しなかった人はそのまま更新される

が、運よく治療が功を奏した人はその後どんな後

遺症が出ても合併症が出ても全部打ち切られる

ことになってしまう。それは不当だ。 

前回の期日で裁判長はポイントとなるいくつ

かの点を示していた。一つは過去の裁判例から。

かって仙台高裁において認定疾病から生じた後

遺症を原爆症と認めた例がある。但しこの時の仙

台高裁の例は、原爆症認定申請したのは手術後の

すでに後遺症が発症している段階での申請だっ

た。それを含めて認定していたので後遺症も認め

られた。今回は、原爆症認定申請時は手術も何も

しておらず、後遺症もまだ出ていなくて、申請す

る側も認定する側も後遺症が出ることは分かっ

ていなかった。仙台高裁の判決例とはそこが異な

る。 

その上で、裁判長は次の点を示した。第一は、

原爆症認定制度は、法律上、後遺症の分まで含め

て認定する仕組みになっているのではないか。原

爆症認定申請のための診断書（医療特別手当用）

の「認定疾病に対する治療状況」記載欄には「認

定疾病の治療によって生じた疾病（後遺症等）に

対するもの」の記載欄がある。認定疾病とは別に

「認定疾病以外に関する特記事項」記載欄もある。

これは、後遺障害も含めて原爆症のことを考えて

いる証と言えるのではないか。どうして、今にな

って「病名が違うから認定できない」と（大阪府

は）主張することになるのか。 

二点目は、認定疾病は下咽頭がんで後遺症はそ

の認定疾病ではないとされているが、しかし、後

遺症についての治療が必要ということは認定疾

病の下咽頭がんの治療が必要だと解釈できるの

ではないか。後遺症の治療が必要ということは、

ひるがえって考えると、下咽頭がんにはこの治療

が必要だという解釈が考えられる。前回、裁判長

は以上のうちどちらを主張するのかと我々（原告

側）に問われたので、私たちは両方主張すると答

え、今回、詳しくその説明を出すことになった。 

その上で今日、裁判長は次のことを指示した。

①原告の一連の疾病に関わるカルテは膨大な量

になるので、原告側は下咽頭がん、甲状腺機能低

下症、嚥下障害に該当する部分だけをピックアッ

プして、分かり易い表にして提示すること。②被

告国側はこれまで何の問題もなく更新申請を認

定していたのに急に認定しなくなった。これまで

のやり方と異なる。そのことについて厚労省から

通達が出されていると聞くので、被告側はその通

達文書を提出すること。裁判所もこのことについ

て勉強する。③もともとの下咽頭がんから後遺症

として甲状腺機能低下症、嚥下障害が発症する医

学的知見について、原告側は詳しい主張を準備す

ること。 

以上のことを踏まえて、次回期日を２０２１年

２月５日（金）と確認した。 
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報告集会では愛須勝也弁護団事務局長からも

状況説明が行われた。東京の東友会では原爆症認

定された被爆者のその後の状況についても把握

されていて、不当に更新が却下されたりしないよ

うとりくみがなされている。そこの関係者からの

話では今回の大阪のＳ・Ｔさんのようなケースは

東京なら認定されるとのこと。厚労省は、原爆症

認定集団訴訟以来のとりくみによって最初の認

定条件は広げてきたが、今は、更新の機会に厳し

く対処するようになってきた。今年２月２５日の

最高裁判決を受けて、厚労省は来年から医療に関

わる行政を見直してくる可能性がある。そのため

今回の近畿のこの裁判は全国的にも高い関心を

もって見られている。 

近畿でも集団訴訟以来たくさんの勝訴判決を

勝ち取ってきた。しかし、認定を受けて以降の実

態が分からなくなっている。東友会はそこをしっ

かりと把握してカバーされている。近畿では結局

切られてしまったケースがいっぱいあるのでは

ないか。あらためて弁護団でも近畿の認定を受け

た被爆者のその後の実態を追跡しようと計画し

ている。 

核兵器禁止条約が発効されるが、その第６条で

は核被害者の救済と環境回復が謳われている。そ

のこととも関連して全国的な課題としてとりく

んでいきたい。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の、今年最後の

報告集会は藤原精吾弁護団長の次のような内容

のあいさつで締めくくられた。今年２月の最高裁

判決は全体として被爆者に対する国の援護の責

任はどこまでなのかが問われた問題。私たちはそ

の責任を追及してきた。被爆者は３つの保障～い

のち・暮らし・平和～を求めてきたが、被爆者援

護法はごく一部しか実現していない。今の政権の

社会保障行政に対する姿勢は自助、共助でしかな

い。そういう政治と向き合わざるを得ないたたか

いだ。核兵器禁止条約の批准国が５０ヵ国に到達

した。「日本はなぜ参加しない」の声が広がってい

る。被爆者援護と条約批准は一体の問題だ。条約

第６条は被ばくした人に対する国の援護を義務

づけている。したがって条約加入は被爆者援護を

さらに強めることになる。裁判をたたかう被爆者

は少なくなってきたが、来年に向けて、二つの課

題のたたかいを更に頑張っていきましょう。 

 

今年７月２９日、８４人の原告全員の勝訴判決

を勝ち取った広島「黒い雨」訴訟は、原告、支援

の人々、そして広範な国民の願いに背を向けて、

２週間後の８月１２日、国、広島県・広島市によ

って非情にも控訴された。５年もの年月を費やし

た一審判決の上に、さらに高齢の原告のみなさん

に控訴審の負荷を負わせることになった。１１月

１８日（水）、広島高裁で１回目の弁論期日が行わ

れて控訴審が開始された。今からでも、国・広島

県・広島市は控訴を取り下げろ、原告全員に速や

かに被爆者健康手帳を交付しろ、の声を上げ続け

て、連帯したたたかいを強めていきたい。 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は２０２１年年

明けの１月１４日（木）、高裁第６民事部でＴ・Ｉ

さんの判決を迎える。昨年５月２３日の地裁判決

で不当な敗訴判決を受けたＴ・Ｉさんが、逆転勝

訴をめざす判決だ。今年２月２８日の眞鍋穣医師

の証人尋問では、主尋問で緻密で徹底した証言が

行われ、被告側が反対尋問を放棄せざるを得ない

事態にまで追い込んだ。あの時のことは鮮明に記

憶している。証人尋問のあの日の光景がそのまま

判決に反映されることを期待したい。 

その他、ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は２０

２１年度も５人の原告のたたかいが続く。文字通

りの全員勝利をめざして新しい年を迎えよう。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

2021 年 01 月 14 日(木) 13:15 高裁第 6 民事部   202 号法廷 Ｔ・Ｉさん判決言い渡し 

2021 年 01 月 21 日(木) 13:30 高裁第 12 民事部   74 号法廷 高橋一有さん弁論 

2021 年 01 月 26 日(火)  14:00  高裁第 14 民事部  202 号法廷 Ｙ・ＭさんとＯ・Ｈさん弁論 

2021 年 02 月 05 日(金） 10:00 地裁第  2 民事部 1007 号法廷 Ｓ・Ｔさん弁論 

弁論期日未定          最高裁上告審     苑田朔爾さん 
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１１月２２日（日）、岡山県原爆被害者会「二世部会」が発足しました。岡山県当局とも関係を

持ち、県被爆者会と深くつながった幅広い「二世部会」です。私たちがこれまで交流を深めて

きた岡山「被爆２世・３世の会」からも参加されています。「二世部会」発足の経緯と意義につ

いて、岡山「被爆２世・３世の会」の加百智津子さんからレポートしていただきました。 

 

 

2020年 11月 岡山県原爆被爆者会「二世部会」が発足 

～親たちの被爆体験を受け継ぐのは私たち～ 

                         岡山「被爆２世・３世の会」 

                         加百
か ど

 智津子 

 

◆岡山「被爆 2世・3 世の会」と岡山県原爆被爆者会「二世部会」のこと 

私は 5年前（2015 年）に心強い仲間とともに、岡山「被爆２世・３世の会」を立ち上

げて現在２９人の会員とともにさまざまな活動を積み上げてきています。「被爆 2世・3世

交流と連帯のつどい」でも京都の皆さんとは親しく交流させていただいてきました。 

このほど発足した県被爆者会「二世部会」に、私たちがどのような経過を辿り発足に関

わってきたのかを報告させていただきます。 

 そもそも 5年前に私たちの会を立ち上げるにあたり、県被爆者会の正副会長に、被爆者

会に 2 世・3 世の活動の場を設けていただけないかと相談を持ちかけたのですが、“被爆

者会は政治的に中立の立場”を旨としているという根拠の乏しい理由で断られました。ど

うやら私たちが原水協という組織に属しているらしいということが引っ掛かったようでし

た。（その背景には過去に複雑なものがあったようですがここでは省きます）それこそが、

“中立”とは言えないんではないの？！と少々憤慨しつつ、その話はそこで終わり、私た

ちは独自に会を設立し今日に至っています。 

※現在岡山県には、岡山「被爆 2 世・3 世の会」、「岡山県美作被爆 2 世の会」、県被爆者

会「二世部会」が存在し、繋がっています。 

◆県被爆者会「二世部会」発足に至るまで 

 全国的にそうであるように被爆者の高齢

化と会員減少は加速度的にすすみ、岡山県

の被爆者の平均年齢は 8４，５歳でこの 10

年で千人以上も減っています。県内に16あ

った支部も 10 に減少したばかりか、機能

していないか形だけ残っているところが大

半という状況にあります。危機感をもった

県被爆者会から、継承の役割を 2 世・3 世

に担ってほしいという声が持ち上がりました。そのような背景から昨年 3月に事務局であ
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る岡山県健康福祉部援護班（岡山県の場合は県が 1952年の被爆者会設立当初から事務局

になっている）を通じて、親が被爆者手帳を持っている、または被爆二世健診を受けた者

を中心に呼びかけて、「被爆者と 2 世の懇談会」が開催されることになり、合計 3 回の懇

談会をもち話し合いを重ねました。懇談会には、呼びかけに応じて参加した 30 数名の大

半がそれまで2世としての自覚もほとんどなく、核廃絶の運動とは縁がなかったとはいえ、

自分も何かしなくてはという思いを持っての参加のようでした。「二世部会」を新たに発足

させることについては賛同が得られ、その結果、被爆者に限るとしてきた県被爆者会の会

則を変更し、2 世、3 世の参加を認めることにし、部会設立準備委員会を立ち上げること

となりました。委員は立候補で、私も含めて 7人が準備委員になりました。準備委員会で

は、内規や活動方針などを作成し発足式の準備を整えました。 

◆「二世部会」発足式  

『被爆 75年 いま わたしたちが “ひばくの心”を受け継ぎ 歩みはじめました』 

 （プログラムに載せた誓いのことば） 

11月 22日には、被爆者 11名、2世・3 世 41名が集い発足式を行いました。 

被爆当時もその後の人生においても多くの困難や苦労を重ねながら、自分たちのような苦

しみを他の誰にもしてほしくないと被爆者会を立ち上げ、慰霊碑の建立と管理、毎年の慰

霊祭の開催、学校などでの語り部活動をしてこられた被爆者から、被爆 75 年を迎えた今

年、「二世部会」の発足は感無量と受けとめているとの想いを受けとり、2 世は、“被爆者

を支え、ともに核兵器廃絶のために力を尽くしたい”との活動方針をもって応えました。

発足にあたり次の方々からメッセージを頂きました。日本被団協から濱住治郎さん、広島 

松井一実市長、長崎 田上富久市長、被爆ピアノ所有・管理者 矢川光則さん、女優 吉永

小百合さん。私は 22 年前、吉永小百合さんに長文の手紙でお願いし、岡山で原爆詩の朗

読会を開催できたことがあり、そのご縁で今回もメッセージをお願いして実現しました。

色紙に温かく誠実なメッセージを書いてくださいました。下記に紹介します。 

いろいろな方々に支持され、励まされて良いスタートラインに立てたと思っています。 

 

◆発足までにはこんなこともありました･･･ 

 今ではもう笑い話になるのですが、第 1回の懇談会に参加した時のこと、私の顔を見る

なり、被爆者会の役員の一人からいきなり、加百さん達がやっている岡山「被爆 2 世・3

世の会」は我々とは政治的スタンスが違うので相容れない云々との言葉が発せられ、びっ

くりしました。ある程度の警戒心はもっておられるのだろうなとの予測はあったものの、

「え～、この場でそれを言う？」と驚きました。いわば公的な場でのあり得ない発言です。

根底にあるのは、私たちと“原水協”との関わりで、それに囚われている迷言、妄言に近

いものです。私は引き下がるわけにはいきません。ここで引き下がったら運動の発展はな

いし、自分たちで立ち上げてともに活動している会のメンバーにも申し訳ない！というこ

とと、ここで引き下がっては“オンナが廃（すた）る！”という想いがわき上がり（笑）、
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それに対して発言しました。私たちは、政治的な運動をしているわけではないし、政治的

に利用されてもいない、親や祖父母の被爆体験を聞き、自分自身も 2世として理不尽なお

もいをしてきたことから、核兵器と戦争のない世界を創る一員でありたいと活動してきて

いる、ここで根拠もなく誰かを排除することは被爆者にも、それに連なる人たちにも失礼

だと思う、といった内容だったと思います。それに続いて何人かの 2世から後押しする共

感の発言があり、その場は収まりました。 

 以降は、設立準備委員として、会を立ち上げる際のノウハウを惜しみなく提供し、実務

的なことにも積極的に提案、実行していくなかで、今では、あの懇談会の時の、あのやり

とりって何だったの？と思うほど被爆者会の役員の方ともフレンドリーな関係になり、私

たちの会が 10月に開催した『高校生が描いたヒロシマ 原爆の絵画展』には会長さんが賛

同して、チラシに写真と賛同のメッセージを掲載させてくださったりしました。歩み寄る

ことは良い結果をもたらすことを実感したことでした。 

 

◆これからのこと 

来年 5月には第 1回総会を行います。発足式のことが新聞各社によって報道され、それ以

降も入会が相次ぎ、会員は現在 51名になりました。（私たちの「被爆 2世・3世の会」か

らも 10 名が会員になっています。加えてその内の 3 名は倉敷支部の役員にもなりまし

た。）総会では、部会長の提案で記念講演のゲストとして、「ＩＣＡＮ」の川崎哲さんに来

ていただくことが決まりました。「二世部会」の会員になった人はこれまで、核兵器につい

てほぼ意識したことない人が多いようです。核兵器のそもそもの話、核兵器をめぐる世界

の現状、2017年に核兵器禁止条約の採択が実現したそれまでの運動や経過、そして、条

約発効後に私たち一人ひとりができること、しなければならないこと等について学習する

ことは大事だと考え、川崎さんにはそのようにお願いしています。川崎さん自身も、核兵

器の完全廃棄に向かうには今後数々の困難が予想されるであろう中で、2世や 3世が理解
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を深めて力になってもらえるのは嬉しい

と快諾してくださっています。 

 運動の課題は重いかもしれないけれど、

出来る人が出来ることをフレキシブルに

やっていこうとすすみ始めた「二世部会」。

私自身は二足の草鞋を履くことになりま

したが、二つの会の目指す目的は同じで

あり、それぞれの会の良さでタッグを組

み新たな力を生み出したいと考えていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他地域の２世・３世の方からいただいたお便りも紹介いたします。 

 

■Ｆｏｒｂｅｓのひどい記事―大廃炉時代を迎える準備？ 

宮本ゆきさん（アメリカ・シカゴ） 

１２月１６日（水）、今朝のＦｏｒｂｅｓの記事です。これは本当にひどい。 

核実験によるユタ州での被害と福島原発事故とを比べて Both events spread radioactive material 

over many miles and over population centers. Neither event resulted in any measurable health 

effects from that radiation（両地では放射性物質が何マイルも人口密集地域に降り注いだけれど、放射

能による健康被害は見受けられなかった。）また The Utah tests spread 2 to 3 times the radiation that 

Fukushima spread, over the people of Utah, particularly St. George. Like at Fukushima, no one was 

hurt, there were never any increase in cancer rates, and no one died as a result. The economy and 

the peoples’ lives in Utah were unaffected.（ユタ州の実験では福島の２.３倍の放射能が特にユタ州南

部の都会セント・ジョージにも降り注いだが、福島と同じく誰も被害を受けていない。癌の罹患率が上

昇したこともなければ、その結果亡くなった人もいない。ユタ州の経済と人々の暮らしは全く影響を受

けていない）著者は福島は過剰反応であり、それはＬＮＴ(しきい値無し直線仮説；直線無閾値)のせい

だとしています。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

吉永小百合さんからのメッセージ 

 

「岡山県民平和のつどい」で朗読してから二十二年

経ちました． 

汗をいっぱいかきながら 

思いを込めて原爆詩を読んだこと、 

今でもよく覚えています． 

あの時、一生懸命に活動していらした皆さんが「岡

山県被爆者会」のなかに「被爆二世部会」を作られ

るのですね！ 

とても、とても大切なことです． 

被爆者の方達をしっかり支えて、活動を継承してい

って下さい． 

そして、「核兵器禁止条約」に日本も参加する日が

来るよう、私達の力を結集しましょう． 

粘って、諦めないで 私も出来る限りの行動をしま

す． 

２０２０年１１月２２日 

吉永 小百合 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTilayy1WXVsAESGU3uV7/SIG=1252r593h/EXP=1445928154/**http:/illpop.com/img_illust/season/apr02_a23.png
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なんで今頃こんな記事が出てきたのか恐ろしくなっています。 

Ｆｏｒｂｅｓは保守系で知られているので、原発推進ですし核兵器にも特に反対していません。だか

らといって２０２０年にこんなことをしゃあしゃあと言うなんて。これでもＦｏｒｂｅｓは１００年以

上の歴史を持っていますし、日本版Ｆｏｒｂｅｓもあります。 

この記事は科学者がユタ

州のセント・ジョージ出身だ

から間違いない、といったよ

うな論調で（日本でも福島出

身の御用学者とかいますよ

ね）。でも、やはりいちばん

気になるのはＮＬＴの否定

です。やはり、これから大廃

炉時代を迎えるアメリカ（と、

世界の国々）では、作業員の

被ばくの訴えを退ける準備

かもしれません。 

 

■「黒い雨」訴訟学習会と増田さんの個展に参加して 

溝江清美さん（伏見区） 

１１月２９日の京都・市民放射能測定所の「黒い雨訴訟」学習講演会にＺＯＯＭで参加させていただ

きました。濃い内容をとてもわかりやすくお話いただきありがたかったです。 

増田さんの絵画展にも出向くことができました。花垣さんがいらっしゃっていて、色々お話をしてい

ただきました。深く複雑な想いが伝わってきました。リアルにお話をうかがうことがいかに貴重なこと

かを改めて感じた時間でした。 

 

■小林愛子さんの署名活動とカレンダーに大あっぱれ! 

平 信行さん（南区） 

元プロ野球選手張本勲さんのお姉さんの小林愛子さんから２０２１年

オリジナルカレンダーをいただきました。小林さんも張本選手も広島の被

爆者です。小林さんは一人で「ヒバクシャ国際署名」を３，４８１筆も集

めて来られました。弟の張本選手の日本プロ野球ヒット記録３，０８５本

を目標にされていたそうですが、それを大きく上回った署名数です。それ

を記念して新聞社の方の協力で作成されたカレンダーです。 

今年２月、ＮＰＴ再検討会議京都代表団の壮行のつどいで記念講演して

いただいた縁で今回送っていただきました。小林さんのような活動、署名

数もあって核兵器禁止条約は採択され、年明けには発効にまで至ったわけ

です。大あっぱれ！！ 

 

■『放射線を浴びたＸ年後』第３弾のクラウドファンディング目標達成 

川口美砂さん（東京都） 

みなさま、こんにちは。 

秒速で師走に突入、１２月も瞬く間に後半に入りました。寒波襲来、寒い毎日が続きますがお変わり

ありませんか。 
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平さんはじめ、「被爆二世、三世の会」の皆さまにご支援をいただきました、クラウドファンディング

がおかげさまで目標達成いたしました。感謝の気持ちでいっぱいです。 

コロナ禍の厳しい経済情勢のなかでの挑戦でした。お一人、お一人のお力の積み重ねで大きな力を与

えていただきました。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

皆さま、平穏無事な年末年始をお過ごし下さいますようお祈りいたします。佳いお年をお迎え下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日本列島では原発も『地層処分も』不可能という地質学的根拠    土井和巳 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

北海道から「放射性廃棄物処分地文献調査」へ立候補する自治体が現れ

たが、本当に日本で「地層処分」が可能かどうかを、専門家の目で詳細に

述べている。著者は「核燃料開発事業団」に３０余年所属し、全国の地質

調査を行った専門家で、発刊されたのは「６年前」と少し前という感じは

するが、「放射性廃棄物の処分」問題解決に向けて少しも前進していない

ことがわかる。「原発」が開発されたときから「放射性廃棄物」をどのよ

うに処分するかは論議されてきたようだが、日本ではむしろ軽視という

か無視をされてきた、という。「高レベル」と「低レベル」と２つの分類

しかしない政府、国際機関から、日本は放射性廃棄物の処分は最大級の困

難な国であるという指摘、日本列島で放射性廃棄物の処分が如何に困難

であるかは、多くの事例を引きながら説明される。日本は地震大国である

ことは、殆どの人が理解しているが、「地下水」が豊富ということは、何

を意味するかはあまり理解されていないのでは。いわゆる「岩石圏」が安

定しているといわれる外国でも「地層処分」が困難と言われているのに、

日本では？「廃棄物処分」の課題は、かなりのスペースを削いているが、廃棄物を具体的にどのように

処分すべきか？あるいは「原子力発電」をどうすべきか？はあまり触れられていない。それだけ困難で

難しい問題であることがわかる。 

 

 
 
■ 「白い土地」―ルポ福島「帰還困難区域」とその周辺    三浦英之 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「白地」（しろじ）という言葉をご存知だろうか。復興事業に関係する役所関係者の間で使われている

隠語のような言葉で、「帰還困難区域」の中で、将来的に住民の居住の見通しが全く立たないエリアをさ

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

合同出版 2,000 円＋税 
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すらしい。この言葉が示すように、福島第一原発事故の復興事業は、隠

された部分がかなりあるのではないか？と勘繰らざるをえない。著者

は、現役の新聞記者だが、時の為政者への忖度は一切感じられない。新

聞配達をしながら、現地の状況を把握し、町長にインタビューをし、生

の声を聞き出している。ここには、政府の姿勢・対策に対する地方自治

体の不満、思いがあふれている。そして、著者は、安倍前首相に突撃イ

ンビューをかけ、政府の姿勢を鋭く追及しようと試みる。、開催が延長

になった「東京オリンピック」に対しても鋭い目を向ける。「復興五輪」

というが、本当の「復興五輪」は、誰のため・なんのための復興五輪な

のか？福島県民のためではない。「東京」のための復興オリンピックで

あると断定する。来年開催されるであろう（？）「東京オリンピック」に

対する見方が変わってくると思います。 

福島第一原発では、ロードマップでいう「廃炉」が何を指すのか、定

義が決まっていない、と指摘する。あの「田村市」の台風によるフレコ

ンパック流失事故の報道問題でも、ＮＨＫの報道を批判し、日本全体の報道の在り方を問う。マスコミ

等であまり「福島の今」を取り上げなくなったが、「廃炉」も「復興」も「汚染土処理」も解決には気の

遠くなるような時間が必要と思った。今の福島を知るために気軽に読める本である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■気象モデルやカルテ調査など５作業部会 

「黒い雨」援護区域検討会が初会合 

広島への原爆投下後に降った「黒い雨」を巡り、厚生労働省は 16日、援護対象 

区域を見直すための有識者検討会（座長＝佐々木康人・湘南鎌倉総合病院放射線治療研究センター

長）の初会合を開いた。気象シミュレーションを使った放射性物質の飛散分布の検証や、被爆者約５

万人分のカルテを基にした健康被害調査など、五つの作業部会を設置することを決めた。年度内にも

作業部会を始動させ、検証結果を踏まえ、検討会が意見をまとめる。 

作業部会の一つは、２０１０年代にヨーロッパで新たに整備された地球全体の気象データなどか

ら、原爆投下後の気象状況を再現するモデルを作る。降雨や放射性物質の飛散状況を検討し、人への

影響を推計する。また、土壌の放射性物質の量を調べたり、米国公文書館などの当時の気象状況を示

す文献を調べたりする作業部会もそれぞれ設ける。 

さらに放射性物質によって生じた健康被害を確認するため、広島赤十字・原爆病院に保管された被

爆者約５万人分のカルテから、雨を浴びた状況と病気との関係を調査。別の作業部会では原爆体験者

を対象にした健康相談事業の受診者の罹患（りかん）状況などを調べる。 

黒い雨を巡っては、国が１９７６年、無料の健康診断を受けられる援護区域（爆心地から北西方向

に延びた長さ約１９キロ、幅約１１キロ）の範囲を指定。ただ、区域外で雨を浴びたという住民は多

く、広島市と広島県は１０年、３万人超を対象に実施した調査結果から区域を６倍に広げるよう国に

求めたが、退けられた。 

Scrap 

book 

集英社 1,800 円＋税 



京都「被爆二世・三世の会」会報№９８   ２０２０年１２月２５日 

１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼新型コロナに振り回され

たこの一年。自然界相手なの

で誰にも文句が言えない鬱屈さ

を感じてきましたが、次第しだいに国、

都道府県、市町村の行政の無為無策ぶりが鮮明に

なってきたように思います。感染対策の問題点を

はっきりさせ、具体的に何をしなければならない

か、市民運動をとりくんでいかなければならない

のではないかと。一部には優れた対策を実行して

いる自治体もあります。核兵器禁止条約の発効に

至った道のりも、圧倒的多数を占める非同盟の

国々と、そして市民社会の力でした。パンデミッ

ク対策にも今こそ市民パワーを。▼２０２０年、

大変お世話になりました。２０２１年は核禁条約

の発効からスタートします。これを機会に本当に

いい年にしていきましょう。（平） 

編集後記 

１５年１１月、援護区域外の住民らが広島

地裁に提訴。今年７月、広島地裁判決は原告

８４人全員を被爆者と認めたが、市と県は、

国の「科学的根拠がない」との主張に従い、

控訴した。国は地元の意向を受け、援護区域

の拡大も視野に再検証することを表明して

いた。【金秀蓮、小山美砂】 

「亡くなるまでの時間稼ぎでは」 

この日の有識者検討会には「黒い雨」を巡

る７月の広島地裁判決で勝訴した住民らか

ら、疑問が噴出。控訴審の第１回口頭弁論が

１８日に迫る中での初会合に「判決を受け入

れれば区域はすぐ見直せる。高齢の原告が亡 

くなるまで引き延ばす時間稼ぎではないのか」との声も聞かれた。 

「全く的外れ。私たちを被爆者と認めた地裁判決の内容も理解していない」 

爆心地から西に約９キロの広島県観音村（現広島市佐伯区）で雨に遭った原告の高東征二さん（７

９）＝佐伯区＝はウェブ中継で検討会の模様を視聴して憤った。判決への言及がほとんどなかったか

らだ。「判決に基づいた議論なら歓迎するが（判決を考慮せずに）新しく検証するつもりではないか」

と語った。 

同じ原告の貞金末乃さん（７８）＝広島県府中町＝は「無駄な時間と手間をかけているようだ」と

指摘した。原告の住民らは、全員が厚労省令で「放射線の影響を否定できない」とされる障害を伴っ

た病気を患う。検討会で、厚労省は比較資料として被爆者のカルテを再検証するとしたが「まず、私

たちの証言や病状を聞くのが筋だ」と断じた。 

１８日の第１回口頭弁論に向け、住民側弁護団は１６日に関係者を集めて勉強会を開催。竹森雅泰

弁護士は、検討会について「雨に遭った住民は高齢化しており、悠長にやっている場合ではない」と

話した。住民側は控訴の取り下げを促す狙いで、初弁論で即日結審を求める考えだ。 

（毎日新聞 ２０２０年１１月１６日） 

黒い雨の援護対象区域について意見を交わした有識者検討

会＝東京都千代田区で２０２０年１１月１６日午後１時３

５分、小山美砂撮影 
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１９ 

２０２１年１月 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１ １ 金 元旦 

 2 土  

 ３ 日  

 ４ 月  

 ５ 火  

 

 
６ 水 

新春６・9 行動（１４時・清水寺） 

小寒 

 

 

７ 木 七草 

 ８ 金 キンカン行動 

 ９ 土 新春６・9 行動（１４時・清水寺） 

 １０ 日  

 

 

１１ 月 成人の日 

 １２ 火  

 １３ 水  

 

 
１４ 木 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・判決（１３時１５分・大阪高裁） 

原発賠償京都訴訟控訴審第８回弁論（１４時３０分・大阪高裁） 

 １５ 金 キンカン行動 

 

 

１６ 土  

 

 

１７ 日 阪神淡路大震災発生の日（199５年） 

  １８ 月  

 

 

１９ 火 戦争法廃止をめざす１９日行動（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２０ 水 京都「被爆二世・三世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 

 
２１ 木 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・弁論（１３時３０分・大阪高裁） 

大寒 

 ２２ 金 

核兵器禁止条約発効の日 

核兵器禁止条約発効を祝い、市民にアピールする京都行動（１３時・円山公園） 

キンカン行動 

 ２３ 土  

 ２４ 日  

 ２５ 月  

 ２６ 火 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・弁論（１４時・大阪高裁） 

 ２７ 水  

 ２８ 木  

 ２９ 金 キンカン行動 

 ３０ 土  

 ３１ 日  

 


